
第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

1組
1

2

3 高島平ＳＳ 1492 栗林　莉穂 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ 小4
ﾀｶｼﾏﾀﾞｲﾗ 学童 1498 返町　和紗 ｿﾘﾏﾁ ｶｽﾞｻ 小4

1491 栗林　奈穂 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ 小4
1494 小屋　春菜 ｺﾔ ﾊﾙﾅ 小4

4 東京ＳＣ 1350 小宮　早稀 ｺﾐﾔ ｻｷ 小4
ﾄｳｷｮｳSC 学童 1365 萩原　理沙 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 小4

1351 小山　貴歩 ｺﾔﾏ ｷﾎ 小4
1337 加藤　佑梨 ｶﾄｳ ﾕﾘ 小3

5 稲沢ＳＳ 2515 札谷　真実 ｻﾂﾀﾆ ﾏﾐ 小4
ｲﾅｻﾞﾜSS 学童 2520 長野　　礼 ﾅｶﾞﾉ ﾚｲ 小4

2518 池上　茉那 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅ 小4
2517 船橋保奈美 ﾌﾅﾊｼ ﾎﾅﾐ 小3
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

2組
1 横河ＳＣ 1489 田村みなみ ﾀﾑﾗ ﾐﾅﾐ 小4

ﾖｺｶﾞﾜSC 学童 1488 中川　菜央 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵ 小4
1483 壱岐　惟子 ｲｷ ﾕｲｺ 小4
1485 岩本　華苗 ｲﾜﾓﾄ ｶﾅｴ 小4

2 金田ＳＣ 1236 粕谷　名菜 ｶｽﾔ ﾅﾅ 小4
ｶﾈﾀﾞSC 学童 1224 奥村　青空 ｵｸﾑﾗ ｱｵｿﾞﾗ 小4

1229 川口　恵莉 ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘ 小4
1234 天木　智恵 ｱﾏｷ ﾁｴ 小4

3 イトマン鹿沼 422 黒田　眞由 ｸﾛﾀﾞ ﾏﾕ 小4
ｲﾄﾏﾝｶﾇﾏ 学童 424 小島和華子 ｺｼﾞﾏ ﾜｶｺ 小4

427 福田　弥生 ﾌｸﾀﾞ ﾔﾖｲ 小4
430 鈴木ももこ ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ 小4

4 東京ＤＣ桜台 1589 溝上　壽乃 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋｻﾉ 小4
DCｻｸﾗﾀﾞｲ 学童 1600 澤野　瑞生 ｻﾜﾉ ﾐｽﾞｷ 小4

1592 神代　紀子 ｺｳｼﾞﾛ ﾉﾘｺ 小4
1596 白石明日香 ｼﾗｲｼ ｱｽｶ 小4

5 イトマン深谷 755 天満　結子 ﾃﾝﾏﾝ ﾕｲｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾌｶﾔ 学童 745 安藤　奈海 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ 小4

747 斎藤安里紗 ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 小4
754 朝陽　媛子 ｱｻﾖｳ ﾋﾒｺ 小4

6 イトマン加須 798 宮城　麻衣 ﾐﾔｷﾞ ﾏｲ 小4
ｲﾄﾏﾝｶｿﾞ 学童 791 土田菜夏実 ﾂﾁﾀﾞ ﾅﾅﾐ 小4

790 杉山芙美花 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐｶ 小4
797 永田ちひろ ﾅｶﾞﾀ ﾁﾋﾛ 小4

7 イトマン守口 3701 富岡　　栞 ﾄﾐｵｶ ｼｵﾘ 小4
ﾓﾘｸﾞﾁｲﾄﾏﾝ 学童 3700 東野　亜季 ﾋｶﾞｼﾉ ｱｷ 小4

3702 阿部　瑠花 ｱﾍﾞ ﾙｶ 小4
2855 富田　成美 ﾄﾐﾀ ﾅﾙﾐ 小4
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

3組
1 金町ＳＣ 1258 上田　桜子 ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ 小4

ｶﾅﾏﾁSC 学童 1267 白鳥　紗貴 ｼﾗﾄﾘ ｻｷ 小4
1262 中村　綾花 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 小4
1256 松田　　萌 ﾏﾂﾀﾞ ﾓｴ 小4

2 ＳＰホウトク 2098 森　深菜子 ﾓﾘ ﾐﾅｺ 小2
SPﾎｳﾄｸ 学童 2097 山崎　理瑛 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵｳ 小4

2104 武松　由似 ﾀｹﾏﾂ ﾕﾆ 小4
2103 柏木　莉沙 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｻ 小4

3 ル・土気 1032 高橋　綾音 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ 小4
ﾙﾈｻﾝｽﾄｹ 学童 1033 三上　紘奈 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾅ 小4

1043 林　　優花 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 小1
1029 横井　佑香 ﾖｺｲ ﾕｶ 小4

4 イトマン鯱 2463 平岩　花菜 ﾋﾗｲﾜ ｶﾅ 小4
ｲﾄﾏﾝｼｬﾁ 学童 2466 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 小3

2454 高木　理加 ﾀｶｷﾞ ﾘｶ 小4
2467 澁谷　芽実 ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ 小3

5 ナガイＳＳ 602 中澤　和泉 ﾅｶｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 小4
ﾅｶﾞｲSS 学童 600 大岩　由季 ｵｵｲﾜ ﾕｷ 小4

599 山田　　楓 ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 小4
598 吉井　花織 ﾖｼｲ ｶｵﾘ 小4

6 ジェル水戸 362 黒野　綾花 ｸﾛﾉ ｱﾔｶ 小4
ｼﾞｪﾙﾐﾄ 学童 363 石川　沙妃 ｲｼｶﾜ ｻｷ 小4

365 塙　みなみ ﾊﾅﾜ ﾐﾅﾐ 小3
364 大高　瑠莉 ｵｵﾀｶ ﾙﾘ 小4

7 トピーアヤセ 1935 加原　咲季 ｶﾊﾗ ｻｷ 小4
ﾄﾋﾟｰｱﾔｾ 学童 1938 小幡まりや ｵﾊﾞﾀ ﾏﾘﾔ 小3

1937 佐野　鮎左 ｻﾉ ｱﾕｻ 小4
1940 内藤　樹希 ﾅｲﾄｳ ｲﾂｷ 小5

8 ＣＡＣＳＳ 1007 藤岡　志帆 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾎ 小4
CACSS 学童 1004 斉藤　未恭 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 小4

1001 熊崎　美和 ｸﾏｻﾞｷ ﾐﾜ 小4
1005 船田　美樹 ﾌﾅﾀﾞ ﾐｷ 小4
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

4組
1 コナミ北浦和 731 大塚　岬希 ｵｵﾂｶ ﾐｻｷ 小3

ｺﾅﾐｷﾀｳﾗﾜ 学童 727 笹澤　　桜 ｻｻｻﾞﾜ ｻｸﾗ 小4
728 志賀珠理奈 ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ 小3
732 福原　佳純 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾐ 小4

2 ユアー蕨 912 後藤　　玲 ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 小4
ﾕｱｰﾜﾗﾋﾞ 学童 916 山口　夏実 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 小4

920 中川　南美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 小4
910 久木田　光 ｸｷﾀ ﾋｶﾙ 小4

3 コナミ林間 1835 松本　瞳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｳｺ 小4
ｺﾅﾐﾘﾝｶﾝ 学童 1827 岡戸　香七 ｵｶﾄﾞ ｶﾅ 小4

1836 瀬沼　桂奈 ｾﾇﾏ ｹｲﾅ 小4
1833 山下さくら ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ 小5

4 コナミ西新井 1629 藤原　智美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾐ 小3
ｺﾅﾐﾆｼｱﾗｲ 学童 1626 松吉　　茜 ﾏﾂﾖｼ ｱｶﾈ 小4

1630 本多　里帆 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾎ 小4
1624 升本　智子 ﾏｽﾓﾄ ｻﾄｺ 小4

5 ヨコハマＳＣ 1848 岡本　彩花 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 小4
ﾖｺﾊﾏSC 学童 1845 円谷　莉世 ﾂﾑﾗﾔ ﾘｾ 小3

1852 坂根　愛美 ｻｶﾈ ﾒｸﾞﾐ 小4
1857 徳永　紗希 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 小4

6 ＪＳＳ宝塚 3090 山口　真旺 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ 小4
JSSﾀｶﾗﾂﾞ 学童 3088 原田　美穂 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾎ 小4

3081 白井　佳織 ｼﾗｲ ｶｵﾘ 小4
3086 横山香南子 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 小4

7 ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ藤沢 2127 荒木みるく ｱﾗｷ ﾐﾙｸ 小4
ｷｯﾂｳｪﾙﾈｽ 学童 2142 田中　夏葉 ﾀﾅｶ ﾅﾂﾖ 小4

2123 久保田麗海 ｸﾎﾞﾀ ﾚﾐ 小4
2136 曽我　佳菜 ｿｶﾞ ｶﾅ 小4

8 茨木水泳教室 2795 丹橋　優実 ﾀﾝﾊﾞｼ ﾕｳﾐ 小4
ｲﾊﾞﾗｷｽｲｴ 学童 2793 西岡みづき ﾆｼｵｶ ﾐﾂﾞｷ 小4

2794 三好　菜月 ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ 小4
2792 中島　愛実 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ 小4
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

5組
1 イトマン鷲宮 909 奥澤　香奈 ｵｸｻﾞﾜ ｶﾅ 小4

ｲﾄﾏﾝﾜｼﾐﾔ 学童 898 関　ほたる ｾｷ ﾎﾀﾙ 小4
907 野村　沙季 ﾉﾑﾗ ｻｷ 小4
899 吉成　　彩 ﾖｼﾅﾘ ｱﾔ 小4

2 枚方ＳＳ 2966 小原　瑠美 ｺﾊﾞﾗ ﾙﾋﾞ 小4
ﾋﾗｶﾀSS 学童 2943 伊藤　由佳 ｲﾄｳ ﾕｶ 小3

2967 石川　　碧 ｲｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 小4
2965 坂井　七彩 ｻｶｲ ﾅﾅｾ 小4

3 ｾﾝﾄﾗﾙ行徳 1142 藪　　美涼 ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ 小3
ｾ･ｷﾞｮｳﾄｸ 学童 1131 篠原　春奈 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ 小4

1121 海宝　悟子 ｶｲﾎｳ ｻﾄｺ 小4
1134 大関　千尋 ｵｵｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 小4

4 横浜サクラ 2035 細田　梨乃 ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ 小4
ﾖｺﾊﾏｻｸﾗ 学童 2032 窪田理佐子 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻｺ 小4

2036 山本　紗史 ﾔﾏﾓﾄ ｻｱﾔ 小3
2033 五十嵐千尋 ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ 小4

5 ル・小岩 1473 小野寺巴菜 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾅ 小4
ﾙ･ｺｲﾜ 学童 1475 知念　七星 ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ 小4

1476 長倉　夏実 ﾅｶﾞｸﾗ ﾅﾂﾐ 小4
1474 水野　愛海 ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ 小4

6 ｲﾄﾏﾝ大宮南 873 杉本　　楓 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 小3
ｲｵｵﾐﾔﾐﾅﾐ 学童 875 中野　桃花 ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 小4

877 湯浅　里菜 ﾕｱｻ ﾘﾅ 小4
874 中田　愛海 ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ 小3

7 イトマン東京 1519 前田　　都 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾄｳｷｮ 学童 1511 稲葉沙代子 ｲﾅﾊﾞ ｻﾖｺ 小4

1525 田中　友梨 ﾀﾅｶ ﾕﾘ 小4
1528 木村　　遥 ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ 小4

8 稲毛インター 1024 市川　奈央 ｲﾁｶﾜ ﾅｵ 小4
ｲﾅｹﾞｲﾝﾀｰ 学童 1026 新田瑠璃子 ﾆｯﾀ ﾙﾘｺ 小4

1027 能勢　夏実 ﾉｾ ﾅﾂﾐ 小4
1025 松永　夏実 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 小4
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第28回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

スタートリスト

競技No.135 女子    200m   メドレーリレー   予選   6組 日本記録  1:52.51
10歳以下            大会記録  2:11.63

水路 チーム名 泳者 学年
学校

6組
1 イトマン大教 710 和田　実季 ﾜﾀﾞ ﾐｷ 小3

ｲﾄﾏﾝﾀﾞｲｷ 学童 692 近藤　夏帆 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾎ 小4
701 田口　瑞穂 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 小3
699 中里　美紅 ﾅｶｻﾞﾄ ﾐｸ 小4

2 イトマン 2814 山崎　美緒 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 小4
ｲﾄﾏﾝ 学童 2812 高橋　　菫 ﾀｶﾊｼ ｽﾐﾚ 小4

2810 柿白　千尋 ｶｷｼﾛ ﾁﾋﾛ 小4
2823 熱見　　梓 ｱﾂﾐ ｱｽﾞｻ 小4

3 イトマ伊勢崎 530 森村　琴音 ﾓﾘﾑﾗ ｺﾄﾈ 小4
ｲﾄﾏﾝｲｾｻｷ 学童 528 植木　　彩 ｳｴｷ ｻﾔｶ 小4

526 高橋　未希 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 小4
527 高木　夏紀 ﾀｶｷﾞ ﾅﾂｷ 小4

4 イトマン館林 553 田渕　絢香 ﾀﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 小4
ﾀﾃﾊﾞﾔｼｲﾄ 学童 544 山口裕佑佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 小4

549 石島　　梢 ｲｼｼﾞﾏ ｺｽﾞｴ 小4
536 加賀谷汐里 ｶｶﾞﾔ ｼｵﾘ 小4

5 Ｗメイツ鹿島 391 対馬　彩果 ﾂｼﾏ ｻﾔｶ 小4
Wﾒｲﾂｶｼﾏ 学童 389 荒沼　佳純 ｱﾗﾇﾏ ｶｽﾐ 小4

393 平山友貴奈 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ 小4
395 野口麻衣子 ﾉｸﾞﾁ ﾏｲｺ 小4

6 イトふじみ野 955 近藤　瑞生 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 小4
ﾌｼﾞﾐﾉｲﾄﾏ 学童 969 栁原　実怜 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐﾚｲ 小4

963 川上　千鶴 ｶﾜｶﾐ ﾁﾂﾞﾙ 小4
965 川島ことみ ｶﾜｼﾏ ｺﾄﾐ 小4

7 ｲﾄﾏﾝ真美ヶ丘 3251 辻本由生子 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳｺ 小4
ｲﾄﾏﾝﾏﾐｶﾞ 学童 3247 左官伽奈子 ｻｶﾝ ｶﾅｺ 小4

3245 五島　夏希 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ 小4
3252 楢崎　瑠美 ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ 小3

8 ＮＥＣＧＳＴ 1787 秋元由莉恵 ｱｷﾓﾄ ﾕﾘｴ 小4
NECGST 学童 1786 坂本　彩香 ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ 小4

1791 藤ヶ崎友夏 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾕｳｶ 小4
1789 上野　由惟 ｳｴﾉ ﾕｲ 小4
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神奈川

加　盟

群  馬

茨  城

埼  玉

奈  良
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大  阪

群  馬


